第 13 回 IAP 日韓合同スライドカンファランスご案内
( 第 2 報)
会長：大分大学医学部診断病理学講座 横山 繁生 教授
場所：別府国際コンベンションセンター別府 B-ConPlaza（http://www.b-conplaza.jp）
日時：2013 年 12 月 6, 7 日（金、土）
6 日（金） 13:00 - 14:15
受付
14:15 - 14:30
開会挨拶
14:30 – 16:50
一般外科病理スライドカンファランス
（１題 15 分ｘ8 題、途中で 20 分の休憩）
16:50 - 17:50
特別講演 Prof. Moon Ho Yang
特別講演終了後（18:00 頃）記念写真撮影、懇親会
７日（土）臓器別スライドカンファランス（骨軟部・腎・肺・内分泌）
8:30 – 9:00
受付
9:00 – 12:00
各スライドカンファランス
12:30 – 16:30 excursion 別府地獄巡り（昼食付き）
（http://www.beppu-jigoku.com）
参加費： カンファランス 6，7 日両日参加（懇親会費込み）
：10,000 円
カンファランス 7 日のみ参加：2,000 円
excursion 地獄巡り：5,000 円
参加申し込みと宿泊申し込み：次ページの参加フォームに記入し、駄阿先生まで
）
E-mail にてご返送下さい（〆切：2013 年 11 月 4 日（月）
交通案内：第 3 ページ
一般外科病理スライドカンファランスの日本側出題（4 題）を募集します。
原則として HE プレパラート 3 枚と英文抄録（臨床歴中心、A4 半ページ程度）が必要と
なります。応募者が多い場合、調整が必要になることをご了解下さい。Submitter（出題
者）の発表時間は 5 分です。
演題申込〆切：2013 年 10 月 11 日（金）
、抄録〆切：2013 年 11 月 4 日（月）
宛先：IAP 日本支部事務局（Tel: 03-3570-0559, Email: jdiap@jfcr.or.jp）
2 日目の臓器別カンファランスの詳細については各部門の担当者にご照会下さい。
骨軟部：金沢医科大学 野島孝之（nojima@kanazawa-med.ac.jp）
腎臓： 国立成育医療研究センター病院 松岡健太郎（matsuoka-k@ncchd.go.jp）
肺：
千葉大学 中谷行雄（nakatani@faculty.chiba-u.jp）
内分泌：山梨大学 加藤良平（rkatoh@yamanashi.ac.jp）
お問い合わせ
カンファランス全般：IAP 日本支部事務局（jdiap@jfcr.or.jp）
交通・宿泊・学会場：大分大学診断病理学教室 駄阿 勉（daatom@oita-u.ac.jp）
に、お願いいたします。
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Please return this form by E-mail or FAX to Dr. Tsutomu Daa, Oita University,
until November 4.
Email: daatom@oita-u.ac.jp
FAX: +81-97-586-5686
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別府国際コンベンションセンター別府 B-ConPlaza への
アクセス
１．福岡空港から（JR）
福岡空港
↓福岡市地下鉄空港線・西唐津行（250 円） またはタクシー（約 4 km, 15 分）
博多駅
↓ＪＲ特急ソニック（約 2 時間）
（特急券込みで 4920 円）
別府駅
↓タクシー（1.6 km, 5 分）または徒歩（約 15 分）
別府国際コンベンションセンター別府 B-ConPlaza
２．福岡空港から（バス）
福岡空港
↓西鉄バス とよのくに号（要予約）
（3,100 円）
別府北浜バスセンター
↓タクシー（約 10 分）
別府国際コンベンションセンター別府 B-ConPlaza
３．大分空港から
大分空港
↓空港バス（別府行き）
（約 35 分）
（1,450 円）
別府北浜バスセンター
↓タクシー（約 10 分）
別府国際コンベンションセンター別府 B-ConPlaza
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